
VLAN の設定
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• 注意事項と制約事項, 2 ページ

• デフォルト設定, 3 ページ

• VLANの設定, 4 ページ

• 設定の確認, 7 ページ

• VLANの機能履歴, 8 ページ

VLAN について
特定の VLANに割り当てられている vEthernetインターフェイスは、送信時に VLANでタグ付け
されます。 vEthernetインターフェイスが特定のVLANに割り当てられていないか、またはVLAN
0に割り当てられている場合、このインターフェイスは物理 NICインターフェイス上でタグ付け
されていないものとして伝送されます。 VLANが指定されていない場合、これは 1であると見な
されます。

次の表は、仮想イーサネットモジュール（VEM）によって受信されたパケットに対して VLAN
タギングに基づいて行われる処理をまとめたものです。

表 1：VLAN タギングに応じた VEM の処理

アクション受信パケットポートタイプ

パケットはドロップされます。タグ付きアクセス

VEMはパケットにアクセス
VLANを追加します。

タグなしアクセス
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アクション受信パケットポートタイプ

パケットには何も処理は行われ

ません。

タグ付きトランク

VEMはパケットにネイティブ
VLANタグを追加します。

タグなしトランク

注意事項と制約事項
IEEE 802.1Q標準に従って、最大 128の VLANが Cisco Nexus 1000Vでサポートされており、有効
範囲は 1～ 4094で、次の表のようになっています。

表 2：Cisco Nexus 1000V VLAN への番号の割り当て

使用方法（Usage）範囲VLAN 番号

Cisco Nexus 1000Vのデフォル
ト。この VLANは使用できま
すが、変更や削除はできませ

ん。

標準1

これらの VLANは、作成、使
用、変更、削除できます。

標準2～ 1005

これらの VLANは、作成、命
名、使用できます。次のパラ

メータは変更できません。

•ステートは常にアクティ
ブになります。

• VLANは常にイネーブル
になります。これらの

VLANはシャットダウン
できません。

拡張システム IDは常に自動的
にイネーブルになります。

拡張1006～ 4094
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使用方法（Usage）範囲VLAN 番号

これらのVLANを使用、作成、
削除、または変更することはで

きません。これらの VLANは
表示できます。

Cisco Nexus 1000Vは、診断な
ど、操作に内部 VLANを使用
する機能のために、これら 80
個の VLANと VLAN 4094を割
り当てます。

内部割り当て3968～ 4047および 4094

診断の詳細については、マニュアルを参照してください。（注）

デフォルト設定

表 3：デフォルトの VLAN 設定

デフォルトパラメータ

VLAN 1スイッチポートとして設定されているすべての

インターフェイスおよびすべてのポートの

VLAN割り当て

VLANxxxx。xxxxは VLAN ID番号と同じ 4桁
の数値（先行ゼロを含む）です

VLAN名

シャットダウンなしシャットステート

アクティブ動作状態

有効外部スイッチタギング（EST）

有効IGMPスヌーピング
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VLAN の設定

VLAN の作成
次のいずれかの操作を行うには、ここで説明する手順を実行します。

•まだ存在しない VLANを 1つ作成する。

•まだ存在しない VLANの範囲を作成する。

•既存の VLANを削除する。

スイッチポートとして設定されているすべてのインターフェイスおよびポートはデフォルトで

VLAN 1内にあります。
（注）

はじめる前に

• EXECモードで CLIにログインしていること。

• VLAN特性を VLANコンフィギュレーションモードで設定します。

• VLAN番号割り当てを理解していること。

•新規に作成した VLANは、レイヤ 2ポートが割り当てられるまでは未使用の状態になりま
す。

•特定の VLANを削除すると、その VLANに関連するポートはシャットダウンされ、トラ
フィックは流れなくなります。トランクポートから特定のVLANを削除すると、そのVLAN
だけがシャットダウンし、トラフィックは引き続き、トランクポート経由で他のすべての

VLAN上で転送されます。ただし、削除した VLANの VLANとポートのマッピングはシス
テム上にすべて存続しているため、そのVLANを再イネーブル化または再作成すると、元の
ポート設定が自動的にそのVLANに戻されます。ただし、VLANのスタティックMACアド
レスとエージングタイムは、VLANを再イネーブル化しても復元されません。

Cisco NX-OSコマンドは、Cisco IOSで使用されているものとは異なる可能性がありますので
注意してください。

（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

switch# configure terminalステップ 1   

すでに作成されている VLANを表示します。switch(config)# show vlanステップ 2   

VLANまたはVLANの範囲を作成、または削除し、
実行コンフィギュレーションに保存します。

switch(config)# {no} vlan
{vlan-id | vlan-range}

ステップ 3   

内部的に割り当てられている VLANに割
り当てられている VLAN IDを入力する
と、エラーメッセージが表示されます。

VLANコンフィギュレーションモードか
らは、VLANを作成および削除すること
もできます。

（注）

（任意）

VLANコンフィギュレーションを表示します。
switch(config-vlan)# show vlan
id vlan-id

ステップ 4   

（任意）

リブート後に永続的な実行コンフィギュレーション

を保存し、スタートアップコンフィギュレーショ

ンにコピーして再起動します。

switch(config-vlan)# copy
running-config startup-config

ステップ 5   

次の例では、VLAN 5が作成され、VLAN 5で自動的に VLANコンフィギュレーションモードが
開始されます。

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 5
switch(config-vlan)#

次に、VLAN範囲15～20を作成する例を示します。範囲内のVLANがアクティブ化され、VLAN
15～ 20の VLANコンフィギュレーションモードが自動的に開始されます。

作成する VLANの範囲に使用できない VLANが含まれている場合、使用できない VLANを除
き、その範囲内の VLANがすべて作成されます。Cisco Nexus 1000Vは、失敗した VLANがリ
ストされたメッセージを返します。

（注）

switch# configure terminal
switch(config)# vlan 15-20
switch(config-vlan)#

次の例では、コマンドの no形式を使用して、VLAN 3967を削除します。
switch# configure terminal
switch(config)# no vlan 3967
switch(config)#
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VLAN 特性の設定
すでに作成されている VLANに対して次の項目を設定するには、この手順を使用します。

VLANコンフィギュレーションモードで入力したコマンドは、すぐに実行コンフィギュレー
ションに保存されます。

（注）

• VLANの名前付け。

• VLANの動作ステート（アクティブ、一時停止）。

• VLANメディアタイプ。

• VLAN上のスイッチングのシャットダウン。

はじめる前に

EXECモードで CLIにログインしていること。

特性の中には、一部の VLANでは変更できないものも含まれます。詳細については、注意事
項と制約事項, （2ページ）の VLANへの番号の割り当ての説明を参照してください。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

switch# configure
terminal

ステップ 1   

指定されたVLANのVLANコンフィギュレーションモー
ドが開始されます。

switch(config)# vlan
{vlan-id | vlan-range}

ステップ 2   

目的のVLANがまだ存在しない場合、システム
によりこれが自動的に作成され、そのVLANの
VLANコンフィギュレーションモードが開始さ
れます。

（注）

VLANに最大 32文字の英数字の名前を追加します。switch(config-vlan)# name
vlan-name

ステップ 3   

• VLAN1または、内部使用のために予約されたVLAN
の名前は変更できません。

•デフォルトの名前は VLANxxxxで、xxxxは VLAN
ID番号と同じ 4桁の数値（先行ゼロを含む）です。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

VLANの動作ステートを変更し、これを実行コンフィギュ
レーションに保存します。

switch(config-vlan)# state
{active | suspend}

ステップ 4   

指定できるエントリは次のとおりです。

•アクティブ（デフォルト）

•一時停止

VLANステートを一時停止（suspended）にすると、その
VLANに関連付けられたポートがシャットダウンし、
VLANのトラフィック転送が停止します。

デフォルトVLANおよびVLAN 1006～ 4094の
ステートを一時停止にすることはできません。

（注）

実行コンフィギュレーションで、VLANスイッチングを
イネーブルにします。

switch(config-vlan)# no
shutdown

ステップ 5   

指定できるエントリは次のとおりです。

•非シャットダウン（デフォルト）

•シャットダウン

デフォルト VLANの VLAN1、または VLAN
1006～ 4094はシャットダウンできません。

（注）

（任意）

VLANコンフィギュレーションを表示します。
switch(config-vlan)# show
vlan [id vlan-id]

ステップ 6   

（任意）

リブート後に永続的な実行コンフィギュレーションを保

存し、スタートアップコンフィギュレーションにコピー

して再起動します。

switch(config-vlan)# copy
running-config
startup-config

ステップ 7   

n1000v# configure terminal
n1000v(config)# vlan 5
n1000v(config-vlan)# name accounting
n1000v(config-vlan)# state active
n1000v(config-vlan)# no shutdown
n1000v(config-vlan)# show vlan brief

設定の確認
次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。
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目的コマンド

実行コンフィギュレーションにVLAN情報を表
示します。

show running-config vlan vlan-id

指定した VLAN情報を表示します。show vlan [all-ports | brief | id vlan-id | name name
| dot1q tag native]

VLAN情報の要約を表示します。show vlan summary

VLAN の機能履歴
リリース機能名機能名

この機能が導入されましたRelease 5.2(1)IC1(1.1)VLAN
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